
2018.4 発行 第10号

発行元：株式会社清弘エンジニアリンググループ 女子会

関東＆上海社員
旅行



Top Interview 

 

 

―東京支社は更なる発展への“起爆剤” 

いよいよ 50 周年を目前に控えた 49 期に、社長の想いを改めてお聞きしました。 

 

■2017 年度を振り返って 

―“新卒採用元年“について 

2017 年はセイコーエージェントを通じて

8 名の新卒社員を採用できました。これは将

来の為の先行投資であり、自分なりの夢でも

あり、そして希望の証しでもあります。2018

年度入社の新卒社員は 3 名ですが、第二新卒

を合わせると 4 名という人材を採用できま

した。今後も引き続き、8～10 名程度採用し

ていきたいです。新卒社員達には将来、セイ

コーグループを支えることができるコアな

人材へ成長して欲しいです。 

 私が最終面談で人を見極めるポイントは、

“表情・言動“です。そして一番は“フィーリン

グ”。その人を採用して、将来この会社で頑

張って欲しいと思えるかどうかです。今まで

新卒から 60 代まで数多くの人を面接してき

た経験から、自分の感性・感覚で判断してい

ます。誰かに負けない何かを持っていて、そ

れが「誰にも負けません。」としっかり伝え

る事ができる人、そんな人材を数多く採用し

たいです。 

 

―東京支社への想い 

都会で勝負したいという夢を実現しよう

と、先代とは違う形で 2001 年に埼玉県の田

舎からリスタートして 18 年、やっと東京に

進出することができたという感慨深いもの

があります。これは自分の目標でもありまし

た。社員全員の力を結集させ、業務に邁進し

業績を拡大できた結果だと思います。私一人

では絶対に実現できていません。ですから東

井畑 忠 
代表取締役 

セイコーグループ 

・㈱清弘エンジニアリング 

・㈱セイコーメンテナンス 

・㈱セイコーエレクトリック 

・㈱セイコースミダ 

・㈱セイコーエージェント 

・清弘機電工程(上海)有限公司 



京支社開設をセイコーグループの全社員で

祝いたいですし、喜んで欲しいです。 

また、大都会である東京の中でも No.1 の

オフィス街、新宿で東京支社を構えることが

できました。清弘エンジニアリングだけでは

なく全セイコーグループの発信拠点、窓口と

して従来以上に取引を拡充し、更にグローバ

ルに飛躍する為の“起爆剤“としたいです。こ

こから更に 10 年後、20 年後に向けてセイコ

ーグループの顔として東京支社を活用して

欲しいですし、セイコーブランドを高める手

段にして欲しいです。 

 

■50 期、50 億という目標へ向けて 

―社員一人一人が実行しなければならない

事とは 

“楽しくやりがいを持って仕事をする。プ

ラス、向上心をもって取組むこと。”これが

できるか否かが大きな要素だと思います。昔

は気力、体力、精神力と言っていましたが、

この“楽しむ・やりがいを持つ・向上心を持

つ”という三つの要素はモチベーションにも

繋がります。これらを礎として仕事に取組む

ことによって必ず成果が出て、会社としても

成果が上がり、給与や待遇等の様々な面で自

分へ跳ね返ってくると思います。これは５０

周年に関係無く、そのような取り組み方を社

員一人一人に実行して欲しいですし、私も実

行していきます。 

 

―50 期、50 億を達成した後について 

達成した後について、伝えたい事は数多く

ありますが、50 期を迎えた時に社員の皆さ

んにしっかりと伝えます。新たに挑戦したい

事も数え切れません。その中でも「手を伸ば

せば達成可能な目標」から「壮大な目標」ま

で、中期的・長期的な面でも何を優先するか

を仕分けしながらこの 1 年間よく思案した

いと思います。自分の代で終わればいいだと

か、50 周年がゴールだなんて考えているな

ら新卒社員も採用せず、セイコーエージェン

トも立ち上げていません。次世代の事も考え、

更なる発展に向けての経営方針をしっかり

と固めたいと思います。みなさん、楽しみに

しておいてください。 

 

 

 

～将来は世界周遊？ 

女性社員から見てもいつもお洒落な社長

ですが、特に好きなブランドは無いとのこと

でした。出張先等で社長が良いと思ったもの、

つまり社員を採用する時と同じ“フィーリン

グ”で買い物をするそうです。また、行って

見たい国はモナコで、将来は全世界を回って

各地のおいしいご飯やお酒を堪能し、海外で

も友人を作るということを楽しみにしたい

そうです。今は仕事ばかりで息抜きの余裕も

無いとおっしゃっていた社長ですが、社長な

ら本当に実現されそうですよね。いつか社長

に世界各地を案内してもらえる日がくるか

もしれません。 



２０１８年３月１日　東京支社が本格稼動しました。

東京都新宿区、都庁まで徒歩圏内という立地になります。

関東支社と横浜営業所を統合し「東京支社」として

関東エリアでの業務拡充と効率化を図る為開設されました。

支社内はセイコーグループ初のＷｉ－Ｆｉ、

営業のデスクはフリースペースとなり、

退社時には机上にパソコン以外何もない状態となります。

備品全てが新品、カラフルでオシャレ感漂う事務所となりました。

３月１日に東京支社、セイコーメンテナンス東京営業所の

開設祝いを行いました。 開設祝いで沢山のお花を頂戴致しました。

東京支社 開設
２０１８年３月１日 本格稼動

〒１６０－００２３

東京都新宿区西新宿３－８－４

ＢＡＢＡビル８階

℡０３－３３７４－７３３１

エレベーターを降りてすぐ

受付があります

東京都庁



本社内定式 2017.10.6

関東異業種交流会 2017.10.8～9

10月 6日 本社内定式

8～9日 関東異業種交流会

25日 関西ゴルフコンペ

11月 22日 関東ゴルフサークル

12月 1日 関西ゴルフサークル

13日 ボウリング・関東忘年会

18日 ボウリング・関西忘年会

1月 19日 関東懇親会（新年会）

29日 関西懇親会（新年会）

3月 27日 関東ソフトボール大会

10月6日（金）、京都本社にて、2018年度入社予定の方を対象として
内定式が実施されました。
内定証書授与式が行われ、当社代表取締役、井畑社長より
新卒内定者3名に内定証書が手渡されました。
その後、シニアアドバイザーより、「10年後の自分」
について講習がありました。
10年後、自分がどんな仕事をしているのか
どんなフィールドで活躍しているのか
未来の自分を描く難しくも夢いっぱいな
講習であったと思います。
セイコーグループにて社会人デビューをする彼らが各拠点で
活躍するのを楽しみにしています。

10月8日（日）～9日（月）に、清流の宿 奥多摩路、GMC八王子にて関東異業種交流会が開催されました。
2回目の開催となり、昨年度と同じ宿泊施設、ゴルフ場を使用しての開催となりました。
今回が初参加の新たなお客様を迎え7社、8名の方が参加されました。
1日目は宴会、2次会共に楽しく懇親が出来、2日目のゴルフも、天気が良く紅葉が綺麗な時期で
とても良かったです。



関西懇親会（新年会） 2018.1.29

関東ソフトボール大会 2018.3.27

1月29日（月）、京都 佐野屋にて、関西懇親会が開催されました。
清弘エンジニアリング、セイコーエージェント、セイコーエレクトリックの社員
計58名と関西の協力会社様より66名が参加しました。
美味しいお鍋を囲みながら、いつもご協力してくださる御会社の皆様と交流
し、有意義なひと時を過ごしました。

3月27日（火）、関東支社・メンテナンス合同ソフトボール大会が開催されました。
プレイ開始の朝9時から昼食をはさんで計3試合行いました。
業務の都合で参加できなかった方も多くいましたが
その方々の分まで大いに楽しみました。

関西ゴルフサークル 2017.12.1

12月1日（金）、滋賀県大津カントリークラブ 西コースにて関西ゴルフサークルが開催されました。
計26名が参加しました。
当日は、少し風もあり、冬の到来を感じさせるお天気では
ありましたが、寒さを吹き飛ばし、楽しくプレーをすることが
出来ました。



関東支社＆中国上海

合同社員旅行
2017年10月16日（月）～18日（水）

1日目

大宮駅集合後、新幹線にて山形

の米沢に向かいました。今回の幹事

は向井さんです。出発して間もなく

お手製フリップ登場！全員が感心す

るおもてなしがスタートしました！

参加メンバーは大宮営業所11名、横浜営業所4

名、セイコーメンテナンス1名、上海8名の総勢24名

の御一行様です！

上杉神社でまずは旅の安全を祈願♪

お昼には豪華に米沢牛のすき焼きです。

東光酒造では酒造りの説明と

嬉しい試飲がありました。

呑兵衛さんたちの目が輝き地酒や限定品をガンガン飲み

まくり→お買い上げ！

上山城とその周辺の武家屋敷を散策しながら

ホテルへ。今夜のお泊りは月岡温泉。宴会の

乾杯は総経理。大きな杯で！



2日目

3日目

4

名

東光酒造では酒造りの説明と

2日目はゴルフ組と観光組と分かれての行動です。ゴルフ組は山

形ゴルフ倶楽部、観光組は将棋の駒で有名な天童市内を散策

しました。

縁結びで有名な若松寺。絶対はずせ

ませんでした！（幹事特権！）

お昼は有名なお蕎麦屋さんで舌鼓♪

情緒ある温泉街、銀山温泉に宿泊。『千と千尋の神隠し』の世界です。

↑にゃんこスターが混じってる？

熱燗を順番に飲み干す謎の円陣。上海組の飲みっぷりの良さ

も強さも別次元。

最終日は上海組は早朝に一足

先にお帰り。東北屈指のパワー

スポット『お釜』へ。

『酪農センター』ではかわい

い羊たちとたわむれました。



食べるのに

夢中です。
(#^.^#)

12月12日（火） 天気 雪

今日は 割烹かまたで忘年会。

今回は『カニ料理』にしました。

とてもおいしかったです。

カメラに

気付いてる？

いざ出発！

気付いてくれたのは

2人だけ(+o+)

はい チーズ

少し酔ったかな・・・

ZZZ・・・

AM 5:30 集合



地獄で

ピースとな？？

軍艦島で記念撮影！

船酔いとの戦いでした・・・

aｔ 雲仙普賢岳＆地獄めぐり

イカ！カキ！サザエ！

壺焼き！刺身！天ぷ
普段は見れない

一面も！？

まだまだ飲みますよ！！

（￣＾￣）エッヘン

うふッ

かっこよく 撮ってくれよ！

まかせて下さい。カシャ！



セイコーメンテナンス

30周年記念

社員旅行

北海道3泊4日

SEIKO MAINTENANCE

10月2日（月）から5日（木）3泊4日で北海道に

行ってきました。札幌の中心地にある札幌グランドホテルに

連泊、夜な夜な出歩くには好条件！各地への移動はレ

ンタカーを利用しました。今回は男子限定ということもあり

心置きなく大いに羽を伸ばしてきたご様子でした。

札幌到着早々のお楽しみ

は新千歳モーターランドでの

カートレース大会。昔の血が

騒ぐ人続出！

▼3日目のゴルフはチサン

カントリークラブ銭函にて。

◀今回の幹事さん。計画から

実施まできめ細やかな配慮は

幹事さんだからできたことです。

▶幹事をサポートしてくれました。

ありがとうございました♪

サッポロビール園に

も行きました！

▶元気印100％のメンテナンスメン

バーですが、なかでも元気いっぱい

だったのが井畑社長というウワサも。

連日連夜、食べっぱな

しの飲みっぱなし。



① 机の上に書類やファイルを積んでいませんか？

仕事に効く風水術

より良い職場環境のための

外出時や帰宅時には「机の上は常にきれい」を心がけましょう

たかが風水と侮るなかれ。心がけひとつで物事がうまくいくことだってあるんです。

まずはできることから始めてみませんか

② 机の上に仕事に関係のないものを置いていませんか？

③ 外出の際はパソコンの電源を切っていますか？

書類は情報のかたまりです。積んだままにしておくと最

新情報を逃してしまいます。スムーズに業務を行うため

にも、机の上には書類を出しっぱなしにせず、引き出し

やキャビネットにしまうように心がけましょう。

かわいい置物や雑貨は時として心を癒してくれますが、

多すぎるとそれらに気を取られ、視野が狭くなったり業

務が停滞してします。大事なものは机の奥にそっと忍ば

せておくのも大人のたしなみです。

パソコンはなくてはならない業務ツールであり、あなたの

体の一部です。電源をつけっぱなしでいると外出先で

100％の実力を発揮できません。切り替えるためにも電

源は必ず切って出かけましょう。

机の上をきれいにしましょう
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